二次抽選販売

令和四年

２月27日

まで

有 料 観 覧 席 チ ケット の ご 案 内
日

程

会

場

【３日間のうち いずれか１日の観覧】

開場時間 ８時 00 分〜 18 時 00 分（10日のみ 7時00分〜18時00分）
長野県諏訪郡下諏訪町 砥川河川敷（木落し坂下）

御柱祭最大の見せ場である
「木落し」
を ゆっくり安全にお楽しみいただける
有料観覧席チケットをインターネットにより抽選販売します
★料金に含まれるもの
特等席で木落しを観覧！

1

全席指定席

オリジナルタオルマフラーと
地元お土産セット

2

3

お弁当付き

有料観覧席専用
シャトルバスの運行

4

諏訪湖畔の赤砂崎公園から発車

（降車場所から会場まで徒歩20分）

※イメージ

★チケット料金（税込）

SS席
完売御礼

26,000 円

S席

23,000 円

A席

20,000 円

B席

17,000 円

※上記に加え、配送料（1,100円）
とシステム使用料などの各種手数料等が別途かかります
※席によっては、木落しの一部もしくは全体が見えづらい可能性があります

SS 席

全席指定席

木落し予定時間

車いす席

４月８日（金）

完売御礼

春宮四 13：00

17,000 円
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お問い合わせ

秋宮三 12：00
秋宮一 14：00

備

予定時間より遅れる場合が
あります。

・インフォメーション
（総合案内・救護所）
・飲料販売ブース
・トイレ ・ゴミステーション

受付

急斜面を
御柱がくだる
圧巻の舞台！

木落し坂

秋宮四 13：00
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車いす席
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至

春宮三 14：30

◎ 新型コロナウイルス感染防止対策へのご協力を
下諏訪町御柱祭実行委員会新型コロナウイルス感染防止
対策ガイドラインを遵守願います。

【下社観覧席チケットについて】
下諏訪町御柱祭実行委員会事務局
（下諏訪町産業振興課内）

TEL 0266-78-9066

長野県諏訪郡下諏訪町４６１３−８
営業日：平日9:00 〜 17:00（土・日・祝日を除く）

至 上田市

◎ 御柱祭のご観覧に際してのお願い
御柱祭は1200 年の歴史を持つ、
地元の方々がとても大切にして

いる神事です。コロナ禍における特殊な状況において、
新型コロ

ナウイルス感染症による感染予防対策の徹底が困難であるとと

もに、
地域の氏子が古来より続く伝統と歴史をもつ祭事を守り、

【御柱祭全般について】

諏訪地方観光連盟 御柱祭観光情報センター
（諏訪市観光課内）

TEL 0266-58-1123

長野県諏訪市高島一丁目22 番30 号
営業日：平日9:00 〜 17:00（土・日・祝日を除く）

継承できるようにするため、
今回は、
諏訪大社御柱祭のすべての
祭事に関して、
曳行路への立ち入りはご遠慮ください。

御柱祭情報を随時更新中！

www.onbashira.jp

申 込 方 法

内

容

① 原則、新型コロナワクチン２回目接種から、来訪前14日以上が経過（予防接種済証等により確認）
していること。
未接種者については、医療機関でのPCR 検査結果（72 時間以内の検体採取）
が
「陰性」
（結果通知書等により確認）
であること。

観覧条 件

② 来訪14日前から検温等の健康観察を行い、有料観覧者向け健康チェックシートを記入、提出すること。
③ 本人及び家族等が緊急事態宣言地域又はまん延防止等重点措置地域に居住していないこと及び、
出発日から遡り14日以内に当該地域への移動及び海外滞在履歴がないこと。
④「下諏訪町御柱祭実行委員会新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン」
の内容を理解し、厳守すること。
※ガイドラインは、必要に応じて更新されますので、最新のものを必ずご確認ください。

希望日

令和4 年 4 月8日
（金）・9日
（土）・10日
（日）

希望席 種

S 席、 A 席、 B 席

希望枚 数

１日につき、同席種チケット5 枚まで

申込方 法

御柱祭ホームページ

申込期 間

令和４年 ２月５日
（土）10 時00 分 〜 令和４年 ２月27日
（日）23 時59 分

抽選日

※日程によりお申込みできる席種が異なります

https://www.onbashira.jp/ よりお申込みください。

令和４年 2 月28日
（月） ※抽選結果は ３月１日以降にメールでのご連絡となります。

支払方 法

クレジットカードのみ

配送料 等

1,100 円（税込）

その他

※３日間それぞれ第3 希望までお申込みいただけます。

その他、
システム使用料などの各種手数料等が別途かかります。

株式会社イープラスのチケット販売システムを利用しております。購入にはイープラスの会員登録が必要となりますので、予めご了承ください。
タオルマフラー及びお土産セットについては令和4 年3 月中旬に発送予定となります。

新型コロナウイルス感染症に関連する事項について
（重要）
●「下諏訪町御柱祭実行委員会新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン」
の内容を理解し、

感染防止策等にご協力をお願いいたします。なお、
ガイドラインの内容が遵守できない方には、
入場をお断りすることや、途中退場をお願いする場合がございます。

●

来訪14日前から検温等の健康観察を行い、有料観覧者向け健康チェックシートに記入し、
ご提
出ください。なお、
感染者が発生した場合など、保健所等の公的機関から要請があった際は、
情報
提供をさせていただきます。

【確認事項】

① 新型コロナワクチン2回目接種から来訪前14日以上が経過（予防接種済証等により確認）

していること、
又は、医療機関でのPCR検査結果
（72時間以内の検体採取）
が
「陰性」

（結果通知書等により確認）
であること。なお、
身分証明書等により本人確認を行いま
す。また、
国のワクチン・検査パッケージ制度に準じて、未就学児
（概ね6 歳未満）
につ
いては、
同居する親等の監護者が同伴する場合においては、
検査を不要とします。

（6 歳以上〜 12 歳未満の児童については、
PCR 検査結果の陰性確認が必要）

チケット購入後であっても、
来訪日から遡り14日以内に居住地が緊急事態宣言地域又は、
まん延
防止等重点措置地域となった場合や、
健康チェックシートの回答によっては、観覧席への入場を
お断りする場合があります。その場合には、
同一グループ全員の入場をお断りいたします。その際の
（配送料含
チケット代金については、
サービス提供にかかった経費及びイープラスでの販売手数料
等を差し引いた額を返金いたします。ただし、
宿泊費、
交通費等については返金に応じかねます。
む）

② 出発当日から遡り14日以内に、
海外滞在履歴がないこと。

●

新型コロナウイルス感染防止のため、
自席での飲食時を除き、
マスクの着用をお願いします。

④ 出発当日から遡り14日以内に、
平熱以上の発熱がないこと。

●

新型コロナウイルス感染防止のため、会場への移動は、有料観覧席専用シャトルバスをご利用
ください。

⑤ 出発当日から遡り14日以内に、
風邪の症状がないこと。

●

新型コロナウイルス感染防止のため、御柱の曳行路等への立ち入りはご遠慮ください。

⑦ 出発当日から遡り14日以内に、
新型コロナウイルス感染者との接触がないこと。

●

感染拡大等の影響により、
観覧中止となった場合は、
「中止時の取り扱いについて」
をご参照ください。

●

厚生労働省の接触確認アプリ
「COCOA」
のインストールをお願いします。

●

観覧席へのアクセス

有料観覧席

電車でお越しの方

JR 下諏訪駅→徒歩→
赤砂崎公園シャトルバスのりば

マイカーでお越しの方

赤砂崎公園臨時駐車場→徒歩→
赤砂崎公園シャトルバスのりば

諏訪大社
下社春宮

③ 出発当日から遡り14日以内に、
本人や家族が緊急事態宣言地域や、

まん延防止等重点措置地域に居住 若しくは対象地域への移動がないこと。

⑥ 出発当日から遡り14日以内に、
強いだるさ
（倦怠感）
や息苦しさ
（呼吸困難）
がないこと。
⑧ 出発当日の朝の体温が37.5℃以上でないこと。

（ゲート等で非接触型検温器を使い体温測定を行います）

注意事項

木落し観覧席上
徒歩20分

※PCR 検査に係る費用はお客様負担となります。

諏訪大社
下社秋宮

40 分

◎ 中止時の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、
観覧席での観覧が中止となった場合、
タオルマフラー代、お土産セット代、
お弁当のキャンセル料等（11,000 円）及びイープラスでの販売手数料（配送料を含む）
等をチケット代金から差し引いた額を返金いたします。
曳行の遅れ等により予定の木落しが観覧できない場合がございますが、
その場合でも観覧席チケットの払い戻しはいたしません。
オークションや不正な方法等で入手したチケットについては、返金の対象外となります。
その他、
お客様都合のキャンセルや不測な事態が生じた場合については、
観覧席チケットの払い戻しはいたしません。

◎ チケットについて

同時に複数枚購入された場合でもお席が隣り合わせにならない可能性があります。

3 才未満は、無料での入場可能です。
ただし、座席を利用する場合は、
チケットが必要となります。

購入後の日程、席種、
チケット枚数の変更はできません。
（抽選結果のお問い合わせについては、一切お答えできません。）

国道 20 号

下諏訪駅

当日は、
チケットがないと入場できません。
また、
いかなる場合でもチケットの再発行はいたしません。

入場、再入場の際は、
チケットを提示していただきます。
（本人確認のため、
身分証明書等を提示いただく場合があります。）
御柱祭関係者と観覧者を識別するため、
タオルマフラーを常時わかりやすい場所に身につけてください。
不正な方法で入手したチケットでの入場はお断りします。

徒歩20分

赤砂崎公園（有料） P

シャトルバスのりば

◎赤砂崎公園シャトルバスのりばから有料観覧席専用シャトルバスに乗車し、

木落し観覧席上から観覧席までは徒歩となります。

◎バス乗車券
（往路・復路）をお持ちの方のみ、
有料観覧席専用シャトルバスに乗車（無料）することができます。

※徒歩による移動は御柱曳行及び混雑状況等により木落し坂周辺に規制がかかり、
観覧席までたどり着けない場合があります。
※シャトルバス乗車前に健康チェックシート等の確認を行います。時間に余裕をもってお越しください。
※所要時間はあくまで参考であり、
シャトルバスの待ち状況や、
道路の状況等により異なります。
※有料観覧席チケットをお持ちでない方は、
シャトルバスには乗車できません。

※観覧席付近には駐車場及び駐輪場はありません。また、
臨時駐車場は台数に限りがあるため、
公共交通機関をご利用ください。

営利を目的として入手したチケットをネットオークション等へ出品することや、
ダフ屋への転売を固く禁じます。
個人情報は、観覧席チケット販売に関わること以外には利用いたしません。

◎ マナーについて

大声で騒いだり、指定の座席以外を占有するなど他のお客様の迷惑になる行為は固くお断りします。
多くの方に楽しんでいただくため、感染症対策の徹底を行い、
マナーを守り、
お互いに譲り合ってご観覧ください。
飲食は、
自席のみで行い、飲酒はお控えください。
（会場内では、酒類を除く飲料販売ブースをご用意します。）
自席での傘の使用は禁止です。
カッパやレインコートなどの雨具をご用意ください。
観覧席に設置してある以外のいす、
テーブル、大型パラソル等を持ち込むことや、火気の使用は禁止します。
ペット等の動物( 補助犬は除く)、花火等の火薬類、
その他法律で禁止されている物の持ち込みを禁止します。
ごみゼロトライ運動を実施中です。
ゴミの持ち帰りにご協力ください。
指定の喫煙場所以外での喫煙は固くお断りします。
カメラによる撮影は、三脚等の使用を控え、
周りの方のご迷惑にならないようお願いします。
また、木落し坂付近での撮影はご遠慮ください。
ドローン等の無人航空機の使用は、航空法により、祭礼など人が大勢集まる場所の上空では禁止されています。

※令和４年２月５日現在の情報に基づいており、内容が変更となる場合がございます。

